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安心な暮らしをサポート！ 
三井住友海上代理店 

（有）しおや保険事務所 
◇損害保険：自動車・自賠責・火災・地震・使用者賠責 

◇生命保険：新総合収入保障・新医療・八大疾病・年金 

◆お問合せ 〒321－0526 那須烏山市田野倉３８３ 

  ＴＥＬ：０２８７－８８－９８７０ 

ＦＡＸ：０２８７－８８－０２３４ 

 

「ペット霊園那須烏山」  
緑に囲まれた墓地公園・広々とした安らぎの園 

○火葬（最新ペット専用火葬炉）完備  ◎年中無休 

○合同墓地・個別墓地・納骨堂完備   ◎予 約 制 
※小動物から超大型犬（40kg以上） 
※福岡交差点左折（真岡方面）1km先に看板 
〒321-0526 田野倉６６０－１ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ  ０１２０－８２－３３９１ 

http://www.petreien-nasukarasuyama.com/ 

安楽寺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■雇用・就職等 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

令和２年度採用「那須烏山市職員」募集中 
【市民のために意欲をもって働く、人間性豊かな人材を求めています】  

◇採用職種等 

採用職種 人数 採用職種 人数 

一般事務 ８名程度 保育士・幼稚園教諭 １名程度 

一般事務 

（障がい者対象） 
１名程度 保健師 １名程度 

※地方公務員法に規定する欠格事項に該当する者は除きます。 

◇試験日程 

区分 期日 試験会場 

１次試験 ９月２２日（日） 

矢板東高等学校および市保健福祉センター 

※午前に矢板東高等学校で受験した後、午後

に市保健福祉センターで受験します。 

２次試験 １０月１９日（土） 市役所烏山庁舎 

３次試験 １０月下旬予定  市役所烏山庁舎 

◇応募方法 ８月１６日（金）までに「採用試験申込書」等に必要事

項を記入し、写真を貼り付けのうえ、下記あて提出する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時まで、郵

送の場合は８月１６日（金）必着です。 

※「職員採用試験案内」および「採用試験申込書」等は、下記または

市役所南那須庁舎ホールに配置しています。また、市ホームページ

からも取得できます。 

※受験資格、試験内容、提出書類等の詳細は、「職員採用試験案内」で

ご確認ください。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

    〒３２１－０６９２ 中央１－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市表彰式・環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

４世代同居家族を表彰します！ 
 １０月２０日（日）開催予定の市表彰式において、４世代以上の同

居家族を表彰します。該当する世帯で表彰を希望する場合には、下記

により申し出てください。 

◇趣旨 ４世代以上の同居家族に対し、敬意と感謝の意を込めて表彰

することにより、多世代で「助け合い」「支え合って」暮らす

家族の良さを普及させるとともに、その家族の絆を一層深め、

地域福祉の向上に資することを目的とします。 

◇対象 ４世代以上の家族が同一家屋または同一敷地内で居住してい

る世帯。住民票上は世帯分離している場合でも対象になりま

す。基準日は令和元年９月１日です。 

※今まで表彰されたことのある世帯は対象外です。 

◇申出方法 ８月３０日（金）までに申出書（下記および市役所南那

須庁舎ホール備付）に必要事項を記入し、下記あて提出

する。 

※表彰に該当するか確認するため、申出者の世帯構成等を住民基本情

報で調査することに同意したうえ、署名押印し、提出してください。 

※申出書は市ホームページからもダウンロードできます。 

■問合 総務課人事グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

 

振替休日に伴うごみの収集日にご注意ください 
８月１２日（月・振休）は、振替休日のため「ごみの収集」を実施

しません。「燃やすごみの収集」は８月１３日（火）となります。 

※詳細は、平成３１年度（２０１９年度）家庭ごみ収集カレンダーを

ご確認ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年８月１日 Ｎｏ．３３３ 

広 報   おお  知知  らら  せせ  版版   
■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 

■ホームページアドレス http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 

 

 

広告欄（お知らせ版の広告は随時受け付けています。） 
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ごみの減量化に努めましょう 
 ８月は、「燃やすごみ」の出る量が増加します。 

 生ごみの水切りを十分に行い、食べ残し等によるごみの発生量を減

らし、ごみの減量化にご協力をお願いします。 

 草花や雑草なども、乾燥させ水分を飛ばしてから出すようご協力を

お願いします。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

とちぎ食べきり１５（いちご）運動実施中 
 日本では、食べられるのに捨てられてしまう食べ物、いわゆる「食

品ロス」が約６４３万トン（国民１人１日当たり約１３９ｇおおよそ

茶碗１杯分のご飯の量に相当する分）発生すると言われています。  

特に宴会では多くの食品ロスが発生していますので、宴会のはじめ

とおわりの１５分は、「とちぎ食べきり１５（いちご）タイム」とし、

料理を美味しく残さずいただきましょう。 

 また、家庭でも使いきれる食材の購入、食べきれる量の調理を心掛

け、食品ロスを減らして、ゴミの減量化にご協力ください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

烏山線で学ぶ！ＪＲのＥＣＯ大作戦 
【夏休みの自由研究でＡＣＣＵＭのクイズにチャレンジしよう！】 
◇期間 ８月３１日（土）まで 

◇場所 ＪＲ烏山線車内 

◇内容 チラシ（ＪＲ烏山駅、山あげ会館、市まちづくり課備付）を

持って烏山線に乗り、車内に書いてあるクイズに挑戦！ 

烏山駅で答え合わせをして、オリジナル達成証をゲットしよ

う！ 

◇対象 小学生 

◇達成証引換場所 ・山あげ会館 

・移住定住創業支援センター（宝積寺駅東口） 

【エコ授業】 
◇日時 ８月２４日（土）午前１１時２５分頃～１時間程度 

◇場所 ＪＲ烏山駅改札内  

◇内容 停車中のＡＣＣＵＭを利用して車内設備の説明と見学、駅ホ

ームでＪＲのエコの取り組みに関するあおぞら教室を開催し

ます。 

◇参加方法 当日現地にお集まりください。 

■問合 東日本旅客鉄道㈱大宮支社営業部販売課観光開発グループ 

☎０４８－６４２－７３８４ 

まちづくり課地域づくりグループ 

☎０２８７－８３－１１５１ 

 

自治会連合会研修会（講演会） 
 那須烏山市自治会連合会の自主事業として、那須烏山市・那須烏山

市社会福祉協議会の協力により、下記のとおり研修会（講演会）を開

催します。 

 どなたでも参加（事前申込不要）できますので、興味のある人は、

奮ってご参加ください。 

◇日時 ８月８日（木）午後３時～４時３０分（予定） 

※午後２時からの行政区長・副行政区長会議の終了後に開催します。 

◇場所 烏山公民館２階研修室 

◇内容 講演：「住民だからこそできる地域づくり」（仮称） 

        ～ きらりと光る地域再生のヒントを学ぶ ～ 

    講師：ＮＰＯ法人きらりよしじまネットワーク 

       事務局長 髙橋由和 氏 

※ＮＰＯ法人きらりよしじまネットワークは、山形県川西町の吉島地

区で、全世帯が加入するＮＰＯ法人として、地域課題の解決を目指

して活動する地域運営組織です。 

■問合 総務課行政グループ ☎０２８７－８３－１１１７ 

「平和なまち」絵画コンテスト作品募集 
子どもたちによる「平和なまち」をテーマに絵画コンテストの作品

を募集しています。  

◇応募資格 市内在住の６歳以上１５歳以下の子ども 

◇募集内容 本人の考える「平和なまち」 

◇作品規定 

・Ｂ４サイズで使用する画材は自由（スキャン可能な平面作品） 

・著作権、商標権、肖像権など第三者の権利を侵害しないもの 

・他のコンテスト等に出品していないもの 

◇応募方法 ９月２０日（金）までに、申込書（下記受付窓口備付）

に氏名、年齢、性別、応募者の連絡先、作品に込めた平

和への思い等、必要事項を記入し、下記提出先あて提出

する。 

◇提出先 市役所総務課（烏山庁舎） ☎０２８７－８３－１１１７ 

■問合 平和首長会議国内加盟都市会議事務局 

    （公財）広島平和文化センター国際部平和連帯推進課 

    ☎０８２－２４２－８８７２ 

 

■選挙 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

明るい選挙啓発ポスターコンクール作品募集 
 明るい選挙を呼びかける作品を募集しています。  

◇応募資格 市内の小学校児童、中学校・高等学校の生徒 

◇募集内容 明るい選挙を呼びかけることをテーマに自由に表現 

◇作品規定 紙や布など絵具材料だけに限らず画材は自由です。 

サイズ：画用紙の四ツ切（５４２ｍｍ×３８２ｍｍ）、

八ツ切（３８２ｍｍ×２７１ｍｍ）もしくはそ

れに準じる大きさ。 

◇応募方法 ９月６日（金）までに、作品裏面に学校名、学年、氏名

（ふりがな）を明記し、下記あて提出する。 

■問合 選挙管理委員会（総務課内）☎０２８７－８３－１１１７ 

 

■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

イノシシ捕獲（巻狩り）の危険防止 
 市では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、捕獲を実

施します。捕獲方法（巻狩り）は、山中に潜んでいるイノシシを猟犬

に追わせ、銃器により仕留めるもので、那須烏山市鳥獣害対策実施隊

（栃木県猟友会南那須支部会員）が実施します。 

実施期間中、外出時に山林や田畑近くのやぶ等に近づく際には周囲

に十分注意し、目立つ服装をする等、危険防止にご協力ください。 

◇実施期間 ８月１日（木）～１１月１４日（木）の実施可能な日 

※日の出から日没までの間 

◇実施予定地区 市内全域 

■問合 農政課農林整備グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

 

農産物直売所スタンプラリー 
◇期間 ８月１日（木）～１０月３１日（木） 

◇内容 下記の農産物直売所で５００円以上買い物をすると、台紙（下

記直売所備付）に１個（１回の買い物で１個）スタンプを押

します。スタンプを６個集めて応募すると抽選で「直売所お

買物券」（５００円分）が当たります。 

※スタンプは１か所の直売所で６個集めても、複数の直売所で６個集

めても応募できます。 

◇直売所 曲畑ふれあい広場、高瀬農産物直売所、八ツ頭野菜直売所、

農産物こぶしっ子、直売所いっぴ、興野農産物直売所、と

りたて野菜直売所 

◇主催 那須烏山市直売所連絡協議会 

■問合 那須烏山市直売所連絡協議会（農政課内）  

☎０２８７－８８－７１１７ 
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■診療所・健康・福祉 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

診療所の８月臨時休診 
 ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇七合診療所休診日 ８月１０日（土）、１３日（火）～１５日（木） 

◇境診療所休診日 ８月１５日（木）、１６日（金） 

◇熊田診療所休診日 ８月６日（火）、１３日（火）、１４日（水） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

境診療所   ☎０２８７－８２－２２９２ 

熊田診療所 ☎０２８７－８８－２１３６ 

 

戦没者を追悼し黙祷を捧げましょう 

８月１５日（木）は終戦記念日です。全国各地において、先の大戦

で犠牲となられた人々を追悼する式典がおこなわれます。 

 当日は半旗を掲揚し、正午のサイレンに合わせて、それぞれの職場

や家庭において１分間の黙祷を捧げましょう。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ  

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

オレンジクラブ（家族介護教室） 
毎日の介護、先の見えない介護で行き詰まることはありませんか？ 

そんな時にはオレンジクラブに参加してはいかがでしょうか！ 

◇日時 ８月２２日（木）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター小会議室 

◇内容 情報交換会～介護の体験談を聞こう・話そう～ 

◇対象 介護者、介護経験者等 

◇申込 ８月１９日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ  

☎０２８７－８８－７１１５ 

 

イスウルさんと一緒に運動しませんか？ 
 イスウルは、「イ＝食べる（ｅａｔ）」「ス＝眠る（ｓｌｅｅｐ）」「ウ

＝歩く(ｗａｌｋ)」「ル＝笑う（ｌａｕｇｈ）」を合言葉に活動する健

康づくりの会です。会員と一緒に、運動をしてみませんか？ 

◇日時 ８月２２日（木）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 保健福祉センター和室 

◇内容 イスウルさんと一緒に運動 

◇講師 健康運動指導士 

◇対象 運動制限のない市民１０名程度 

◇費用 無料 

◇持物 甘くない飲み物、動きやすい服装等 

◇申込  ８月１６日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

蚊やダニによる媒介感染症にご注意ください 
病原体を保有している蚊に刺されたり、ダニに咬まれると、日本脳

炎や重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）などの感染症を発症する

ことがあります。農作業やレジャーなどを行う場合は、蚊やダニの被

害にあわないよう、下記の事項に注意してください。 

◇蚊に刺されたり、ダニに咬まれないために 

 ・蚊やダニの多くいそうなやぶなどに近づくときは、虫除け剤を使

用したり、肌の露出を避けたりする。 

・野外活動後は入浴し、ダニに咬まれていないか確認する。 

・ダニに咬まれたときは無理に引き抜かず、皮膚科でダニの除去を

してもらう。数週間程度は体調の変化に注意し、発熱などの症状

がでたら医療機関を受診する。 

いつでも蚊に刺されないダニに咬まれないよう注意する習慣を身に

つけることが大切です。厚生労働省ホームページ「蚊媒介感染症・ダ

ニ媒介感染症」も併せてご覧ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

８月は食品衛生月間です！ 

昨年度は、魚に寄生するアニサキスという寄生虫により激しい腹痛

や嘔吐を引き起こす食中毒が最多となりました。気温の上がる夏期は

食中毒が発生しやすくなりますので、注意しましょう。 

【家庭での食中毒予防】 
食中毒予防の３原則は「食中毒菌を ①付けない ②増やさない 

③やっつける」です。 

◇食品購入のポイント 

・消費期限等を確認し、新鮮な物を購入する。 

・肉汁や魚等は水分がもれないようビニール袋に分けて包む。 

 ・冷蔵や冷凍が必要な食品を購入したときはすぐに持ち帰る。 

◇食品保存のポイント 

 ・冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに冷蔵庫・冷凍庫に入れる。 

 ・冷蔵庫の詰め込みすぎに注意する。 

 ・表示されている保存方法を守る。 

 ・肉や魚はビニール袋や容器に入れ、冷蔵庫の中の他の食品を汚染

しないように注意する。 

 ・冷凍、冷蔵しても細菌は消滅しないため早めに使い切る。 

◇調理と食事のポイント 

 ・生肉に使った包丁やまな板は、できる限り他の食材と分け、調理

済みの食品が触れないようにする。 

・生野菜はよく洗ってから食べる。 

・加熱は十分に行う。特に揚げ物や焼き物は、中心部まで十分に加

熱されているか確認する。 

 ・調理後は室温に長時間置かない。残った食品は早く冷えるよう小

分けにして保存する。温め直す時も、十分に加熱する。 

 ・室温での解凍は食中毒菌が増える可能性があるため、凍結してあ

る食品は、冷蔵庫の中や流水、電子レンジで解凍する。 

 ・お店やバーベキュー等で肉を焼くときは、生肉を扱ったトング・

箸で、焼きあがった肉等の食品をつかまない。 

◇器具や手の消毒のポイント 

 ・調理前や食事前には必ず手洗いをする。魚・肉・卵を取り扱った

後、盛り付けの前にも手洗いをする。 

 ・動物に触れた後やおむつ交換後、嘔吐物の処理後も手洗いをする。 

・包丁やまな板、布巾等は使用後すぐに洗う。洗った後、塩素系の

消毒液や熱湯等で消毒し、しっかり乾燥させる。 

 ・湿っていると菌が増えるためスポンジ、たわしも乾燥させる。 

【食中毒の予防のために】 
 食中毒は、肉の生食や不十分な加熱での喫食、動物とのふれあい後

の不十分な手洗い等が原因で発生します。特に子どもや高齢者で抵抗

力の弱い人は十分に注意しましょう。 

◇カンピロバクター 

 ・鶏肉の生食や加熱不十分な調理が主な原因です。例）鶏タタキ等 

 ・潜伏期間は１～７日間で、症状は下痢、腹痛、嘔吐等で、１週間

程で治癒するが、抵抗力の弱い人は重篤化する可能性があります。 

◇腸管出血性大腸菌（０１５７、０１１１等） 

 ・わずかな菌数でも発症することがあります。 

・生肉や加熱不足の肉、生野菜、浅漬け、井戸水等が原因です。 

 ・症状は、下痢、腹痛で、重篤例では死亡例もあります。 

◇アニサキス 

・アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生で食べることで、

激しい腹痛や吐き気を生じます。 

・潜伏期間は約８時間なので、魚を食べて８時間以内に激しい腹痛

がある場合は感染を疑う必要性があります。 

・酢、塩、わさびなどをつけてもアニサキス幼虫は死滅しません。 

・６０℃以上の加熱やマイナス２０℃以下で２４時間以上の冷凍に

より、アニサキスを死滅させることができます。 

・新鮮な魚を選ぶ。丸ごと１匹購入した際は、速やかに内臓を除去

する等、目視で確認し、アニサキス幼虫を除去する。 

◇野生鳥獣肉（ジビエ） 

イノシシ、シカの肉や内臓を生で食べると、Ｅ型肝炎ウイルスに感

染するリスクがあります。Ｅ型肝炎は劇症化し死に至る危険性もあり、

寄生虫への感染も報告があるため、十分に中まで加熱しましょう。 

■問合 県県北健康福祉センター ☎０２８７－２２－２３６４ 
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熱中症にご注意ください 
 暑さによる熱中症にご注意ください。子どもや高齢者がいつもより

元気がない等、ささいなことが熱中症のサインかもしれません。 

 １日３食、早起き早寝の規則正しい生活習慣が予防の基本です。自

分や周囲に気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。 

◇熱中症の予防法 

・室内でもこまめに水分補給を行いましょう。特に高齢者は、喉の

渇きを感じなくても水分補給をしましょう。 

・野外だけでなく室内での発生が多いことから温度計や湿度計を準

備し、室温が２８度、湿度が６０％を超えないように、エアコン

や扇風機を利用しましょう。 

・外出時は身体を締め付けない涼しい服装をし、日傘や帽子等で日

よけ対策をしましょう。また、無理をせず、適度に休憩をとりま

しょう。 

◇熱中症が疑われる人を見かけたら 

・エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰等、涼しい場所へ

避難させ、衣服を緩め、体を冷やしてください。特に首の回り、

脇の下、足の付け根等を冷やしてください。 

・水分・塩分、経口補水液等をこまめに補給してください。 

※自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

とちぎ難病相談支援センター医療相談 
【腎・泌尿器系疾患】 
◇日時 ８月４日（日）午前９時３０分～午後０時３０分 

◇医師 獨協医科大学病院腎臓・高血圧内科医師 里中弘志 氏 

◇主な疾患 一次性ネフローゼ症候群、ＩｇＡ腎症、急速性糸球体腎

炎、多発性嚢胞腎 

【免疫系疾患】 
◇日時 ８月２２日（木）午後１時～４時 

◇医師 獨協医科大学病院リウマチ・膠原病内科医師 新井聡子 氏 

◇主な疾患 バージャー病、結節性多発動脈炎、悪性関節リウマチ、

全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）、皮膚筋炎／多発性筋

炎、シェーグレン症候群、成人スチル病、ベーチェット

病、混合性結合組織病 

◇申込 事前に下記あて申し込む。 

※受付時間は月～金曜日：午前１０時～正午、午後１時～４時 

※場所はすべて栃木県立リハビリテーションセンター１階障害者総合

相談所相談室（宇都宮市駒生町３３３７－１）です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

離乳食相談 
◇日時 ８月２８日（水）開始：午前９時～、１０時～、１１時～  

◇場所 保健福祉センター  

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（１組１時間程度） 

◇対象 乳幼児を育てる家族のうち、離乳食等の食事について疑問や

悩みを持っている人 

◇持物 申し込み時にお伝えします。  

◇申込 ８月２１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子育て支援「８月の移動出前サロン」 
◇日時 毎週木曜日 午前９時～午後２時 

※８月１５日（木）の移動出前サロンはお休みです。 

◇場所 三箇公民館（三箇１２５８） 

◇内容 手遊び、親子体操、お楽しみタイム等で子育て支援員と一緒 

に遊びましょう！（市ホームページでも確認できます。） 

◇申込 事前申込は不要です。時間内に自由にご参加ください。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

こども館の催し物 
【ぴよぴよ広場】 
◇日時 毎週水曜日・日曜日 午前１０時３０分～１１時３０分 

◇内容 市ホームページまたはこども館「なのはなだより」でご確認

ください。 

※８月２８日（水）は講師の先生による「マジックショー」「南京玉す

だれ」の上演があります。 

◇対象 未就園児とその保護者等 

◇申込 事前申し込みは不要です。時間内に自由にご参加ください。 

【なのはなリサイクル】 
「子育て応援リサイクル事業」で譲っていただいた子ども用品等を

無料でお譲りします。（エコバッグ等を持参してください。） 

◇日時 ８月１７日（土）午前１０時～午後１時 

【音を鳴らしてあそぼう】 
◇日時 ８月２３日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇講師 黒須千鶴 氏 

◇対象 未就園児とその保護者等  

◇定員 先着２０組 

◇申込 ８月２１日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 

【子育て応援リサイクル事業】 
市では、家庭で不要となった子ども用品等を譲り受け、毎月１回「な

のはなリサイクル」で希望する人に配布しています。 

家庭で不要となった子ども用品等を無料で譲りたい人は、こども館

で随時受け付けていますので、ご持参ください。 

※場所はすべてこども館です。月曜日・祝日は休館です。 

■問合 こども課こども館 ☎０２８７－８０－０２８１ 

 

令和２年度 保育施設入園希望者見学会 
◇対象 令和２年度保育園・認定こども園・地域型保育施設の入園を

希望する未就学児と保護者 

◇見学期間 ８月２日（金）～３０日（金） 

◇見学日 ※土・日曜日および祝日を除く。 

園名 期日 見学時間 

にこにこ保育園  

☎８８－５２５２ 

８月２１日（水） 

８月２２日（木） 

８月２３日（金） 

午前９時３０分～ 

１１時３０分 

すくすく保育園  

☎８２－２３５９ 

８月２１日（水） 

８月２２日（木） 

８月２３日（金） 

午前９時３０分～正午 

烏山保育園    

☎８２－３３７２ 
８月２１日（水） 午前１０時～１１時 

烏山みどり幼稚園 

（保育部分） 

☎８２－３０８９ 

８月２１日（水） 

～以降随時 

午前１０時１５分 

～１１時 

烏山聖マリア幼稚園 

（保育部分）  

☎８２－３３５７ 

８月２２日（木） 午前１０時～１１時 

ゆうゆうランド 

那須烏山園  

☎８３－８６００ 

随時 午前１０時～１１時 

みらいのＫａｚｅ保育園 

（旧にじいろ保育園） 

☎８２－７３７６ 

随時 随時 

キッズランドあさひ 

☎８２－７３３３ 

８月２７日（火） 

～３０日（金） 
午前１０時～１１時 

◇持物 上履き 

◇申込 電話で見学を希望する園に直接申し込む。 

※園の指定した見学日に見学できない場合は、各園に連絡をしたうえ、

期間内に見学してください。 

※原則、保護者と対象児のみの見学とします。夏休み等により兄弟姉

妹を連れてくる場合は、園にご相談ください。 

※ビデオ、デジタルカメラ、スマートフォン等での園内の撮影はご遠

慮ください。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 
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乳幼児健診・相談 
 お子さんの健康のために、各種健診・相談には必ずお越しください。 

【４か月児健診】 
◇日時 ８月２７日（火）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３１（２０１９）年４月生まれの乳児 

【８か月児健診】 
◇日時 ８月２２日（木）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３０（２０１８）年１２月生まれの乳児 

【１歳児相談】 
◇日時 ８月２６日（月）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成３０（２０１８）年７月生まれの幼児 

【１歳６か月児健診】 
◇日時 ８月２６日（月）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成３０（２０１８）年１月生まれの幼児 

【２歳児相談】 
◇日時 ８月２３日（金）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９（２０１７）年７月生まれの幼児 

【２歳６か月児相談】 
◇日時 ８月２７日（火）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２９（２０１７）年１月生まれの幼児 

【３歳児健診】 
◇日時 ８月２３日（金）受付：午後１時～１時３０分 

◇対象 平成２８（２０１６）年７月生まれの幼児 

【５歳児相談】 
◇日時 ８月２２日（木）受付：午前９時３０分～９時４５分 

◇対象 平成２６（２０１４）年８月生まれの幼児 

※場所はすべて保健福祉センターです。 

■問合 こども課母子保健グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

こども課嘱託職員の募集 
◇任用期間 １０月１日～令和２年３月３１日 

◇採用職種等 

採用職種 母子父子自立支援員兼婦人相談員 

人数 １名 

業務内容 
ひとり親家庭の就労等支援、福祉資金の貸付相談、ＤＶ

相談・女性保護に関する支援 

賃金 日額９，６００円 

応募要件 

・パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができる人 

・普通自動車運転免許 

・ひとり親家庭や女性の支援に理解があり、相談受付、

情報提供、助言等に努められる人 

◇勤務条件 勤務日および勤務時間は、原則、月～金曜日 午前８時

３０分～午後５時１５分です。（休暇：土・日曜日、祝日

および年末年始、有給休暇あり。） 

自宅から勤務地まで通勤距離が片道２０ｋｍ以上の場合

は、上記賃金に通勤費相当分を上乗せ支給します。 

◇採用試験 面接・適性試験（詳細は、募集期間終了後に通知します。） 

◇応募方法 ８月１５日（木）までに、履歴書（写真貼付、白黒可）

に免許証の写しを添付のうえ、下記あて提出する。 

※直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

で、郵送の場合は、８月１５日（木）必着です。 

■問合 こども課こそだて支援グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

    〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

出張ハローワーク！ 

ひとり親全力サポートキャンペーン 
８月の児童扶養手当現況届の提出期間中に、ハローワーク那須烏山

の臨時窓口を設置します。普段は忙しくてハローワークに出向くこと

が難しいお父さん、お母さん、ぜひ、ご利用ください。 

◇日時 ８月２２日（木）午後１時～４時 

◇場所 保健福祉センター特設窓口 

■問合 ハローワーク那須烏山 ☎０２８７－８２－２２１３ 

 

子育て支援センター きらきら 
【８がつのおたんじょうかい】 
◇日時 ８月２１日（水）午前１０時～１１時 

◇場所 子育て支援センターきらきら 

◇内容 お楽しみシアター、お誕生カード作り 

◇対象 ８月生まれの未就園児と保護者１０組程度  

◇申込 ８月１４日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

【きらきら子育て講座⑥「ディンプルアートを体験しよう」】 
◇日時 ８月２８日（水）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 子育て支援センターきらきら 

◇内容 那須烏山市で生まれた塗り絵感覚のステンドグラス風アート

です。 

※未就園児が興味関心を持つ題材を準備しています。写真立て等も作

れます。 

◇講師 ディンプルアートインストラクター 荒井栄子 氏 

◇対象 未就園児と保護者１５組程度（託児あり。） 

◇持物 Ｌ版写真1枚（写真立て申し込みの人） 

◇費用 １個５００円 

◇申込 ８月２１日（水）までに電話で下記あて申し込む。 

【ぬいぐるみ人形劇＆みんなで遊ぼう】 
◇日時 ９月２日（月）午前１０時～１１時 

◇場所 にこにこ保育園ホール 

◇内容 「三びきのこぶた」の人形劇と「おにんぎょうさんと遊ぼう」

を保育園のお友達と一緒に楽しむ。 

◇対象 未就園児と保護者３０組程度  

◇申込 ８月２６日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

 

家庭教育オピニオンリーダー研修 
家庭教育オピニオンリーダーとして、地域での家庭教育支援に携わ

ってみませんか？ 

家庭教育オピニオンリーダーとは、家庭教育の指導者としての研修

を受講した人のことです。 

◇日時 ９月３日（火）、９月２５日（水）、１０月１６日（水）、    

１０月３０日（水）、１１月２０日（水）、他２回（日時未定） 

◇場所 栃木県総合教育センター（宇都宮市瓦谷町１０７０）、他 

◇内容 家庭教育オピニオンリーダーになるために、活動や地域にお

ける家庭教育支援の実際、子どもたちを取り巻く課題等につ

いて、講話や演習、現地研修等をとおして学んでいく、全７

回のプログラムです。 

◇対象 地域で家庭教育支援に携わっている人、地域での家庭教育支

援に関する活動に意欲のある人、ＰＴＡ指導者 

◇定員 ５０名 

◇費用 無料 

◇申込 ８月２０日（火）までに申込書（下記備付）に必要事項を記

入し、ＦＡＸまたはＥメール等で下記あて申し込む。 

※申込書はセンターホームページ（ＵＲＬ：https://www.tochigi-edu. 

ed.jp/rainbow-net/）からもダウンロードできます。 

■問合 栃木県総合教育センター ☎０２８－６６５－７２０６ 

    ＦＡＸ０２８－６６５－７２１９ 

    Ｅメール：skc-syougai@pref.tochigi.lg.jp 

 

■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月は「家庭の日」推進強調月間です 
 県では、家庭は子どもの豊かな心を育む大切な場所であることから、

毎月第３日曜日をふれあい育む「家庭の日」と定めています。 

今月は、「家庭の日」推進強調月間です。 

家族みんなが話し合う機会をできるだけ多く持つことにより、絆を

深め、明るく楽しい家庭作りを進めましょう。 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 
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栃木県立博物館市町連携事業 

ジオパーク構想教室 参加者募集 
【栃木県内にみられるコウホネ類について】 
◇日時 ８月２４日（土）午前１０時～正午 受付：午前９時３０分～ 

◇場所 南那須公民館（現地へはバスで移動します。） 

◇内容 県内に生息する植物（コウホネ類）について学び、実際に観

察します。 

◇講師 栃木県立博物館 星直斗 氏  

◇対象 小学生以上（４年生以下は保護者同伴） 

◇定員 先着２０名（参加費無料） 

◇持物 筆記用具、飲物、タオル、長靴等 

※動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。 

◇申込 ８月１９日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

※ジオパークとは、大地の歴史を物語る市内の地形や地質を守りなが

ら、観光や学習に活用できる場所です。 

■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

那須烏山ミステリー「ジオ」ツアー 
市の地形や地質等の地域資源を観察し、地域の成り立ちや歴史

文化の起こり等をジオガイドの解説とともに地域の魅力を学ぶま

ち歩きツアーです。市内の寺社仏閣や宝蔵物にまつわる「ちょっ

と怖い」お話を聞きながら地域を巡ります。 

夏休みの思い出に、ぜひ、参加してみませんか。 

◇日時 ８月３０日（金）午後６時～９時 受付：午後５時３０分～ 

◇場所 烏山公民館集合（現地へはバスで移動します。） 

◇講師 那須烏山ジオガイド 

◇定員 先着１５名程度（参加費無料、小学生以下保護者同伴） 

◇持物 筆記用具、飲物、雨具、虫よけ、歩きやすい靴等 

※動きやすく、汚れてもよい服装でご参加ください。 

◇申込 ８月２８日（水）までに電話等で下記あて申し込む。 
■問合 生涯学習課ジオパーク推進室 ☎０２８７－８８－６２２３ 

 

とちぎ子どもの未来創造大学 参加者募集 
本市を会場とした講座をご紹介しますので、夏休み期間中に新しい

体験をしてみませんか。ぜひ、ご参加ください。 

【森林の働きと土砂災害の怖さを知ろう】 
◇日時 ８月２０日（火）午前１０時～ 受付：９時３０分～ 

◇場所 烏山南公民館（野上７０３） 

◇講師 栃木県環境森林部森林整備課 

◇対象 小学４年生～小学６年生 

◇申込期限 ８月１０日（土）まで 

【恐竜教室】 
◇日時 ８月２８日（水）午前１０時～ 受付：９時３０分～ 

◇場所 烏山南公民館（那須烏山市野上７０３） 

◇講師 栃木県立博物館 

◇対象 小学４年生～中学３年生 

◇申込期限 ８月１８日（日）まで 

※各講座に参加を希望する場合は、とちぎ子どもの未来創造大学ホー

ムページ（ＵＲＬ：https://www.tochigi-edu.ed.jp/rainbow-net/ kodo 

mo-daigaku）からお申し込みください。 

※申込期間以降および各講座当日のお問い合わせは、市役所生涯学習

課（☎０２８７－８８－６２２３）へお願いします。 

■問合 塩谷南那須教育事務所 ☎０２８７－４３－０１７６ 

 

少年の主張発表南那須地区大会 
◇日時 ９月１２日（木）午後２時～４時 受付：午後１時３０分～ 

◇場所 那珂川町小川総合福祉センターあじさいホール 

※駐車場は、センター南側駐車場をご利用ください。 

◇内容 那須烏山市、那珂川町の各中学校の代表生徒１名が、日常生

活の中で感じていることや考えていることを発表する。 

◇対象 県民どなたでも（入場無料、事前申込不要） 

■問合 県烏山健康福祉センター ☎０２８７－８２－２２３１ 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、月曜日、毎月第３日曜日、祝日
および年末年始はお休みです。 

 

 

公民館講座 

「食事について学んでみよう」参加者募集 
 実際の調理と試食をもとに、栄養バランスや適度なカロリーについ

て学ぶ講座です。 

◇日時 ９月４日（水）午前１０時～午後１時 

◇場所 保健福祉センター栄養指導室 

◇内容 カロリーや栄養バランスを考えた食事の調理および試食とお話 

◇講師 栄養士 宇井土俊子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１６名 

◇費用 ５００円程度（材料費実費） 

◇持物 エプロン、三角巾、筆記用具 

◇申込 ８月３日（土）～１７日（土）の午前９時から午後５時まで

に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「使える！小物づくり講座」参加者募集 
 生活の中で使える、色々な楽しい小物を作りましょう。 

◇日時 ① ９月１２日（木）午前９時～正午 

②１０月 ３日（木）午前９時３０分～１１時３０分 

    ③１０月２６日（土）午前９時３０分～１１時３０分 

④１１月 ２日（土）午前９時３０分～１１時３０分 

◇場所 ①②南那須公民館、③④烏山公民館 

◇内容 ①室内履きになるソフトな布ぞうり作り 

    ②ディンプルアートでウェルカムボード作り 

    ③クッキングキャップ作り 

    ④ポシェット作り 

◇講師 ①髙野千恵子 氏、②荒井栄子 氏、③④斉藤恭子 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名 

◇費用 ①６００円程度（材料費実費） 

②７００円程度（材料費実費） 

③２００円程度（材料費実費） 

④３００円程度（材料費実費） 

◇持物 ①はさみ、糸、針、作業に使うバスタオル、③④裁縫道具（ミ

シン、アイロン、アイロン台がある人はご持参ください。） 

◇申込 ８月３日（土）～１７日（土）の午前９時から午後５時まで

に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座 

「旅をもっと楽しむ講座」参加者募集 
旅のさらなる楽しみ方を知り、自身の旅に生かしませんか！ 

◇日時 ①９月１３日（金）、②１０月１１日（金）、③１１月８日（金） 

※時間はすべて午後７時～８時３０分です。 

◇場所 南那須公民館第１会議室 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１５名 

◇内容 ①文化遺産、②東南アジア諸国、③ヨーロッパ諸国 

諸外国を旅した達人より、グルメや観光の穴場等についての

話を聞き、自分のプラニングに生かす。 

◇講師 ①斎藤舞 氏、②荒井栄子 氏、③檜山真美 氏 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具  

◇申込 ８月３日（土）～１７日（土）午前９時～午後５時までに電

話等で下記あて申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 



- 7 - 

 

 

■学校教育・図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

サタデースクール事業の廃止 
 昨年度まで市内の小学６年生と中学３年生を対象に実施していたサ

タデースクール事業は、廃止となりましたのでお知らせします。 

■問合 学校教育課指導支援グループ ☎０２８７－８８－６２２２ 

 

図書館の催し物 
【南那須図書館 おはなし会】 
◇日時 ８月３日（土）午前１０時３０分～１１時 

◇場所 南那須図書館おはなしのへや 

◇出演 図書館ボランティア 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

【南那須図書館 おたのしみ会】 
◇日時 ８月１０日（土）午後２時～３時 

◇場所 南那須図書館多目的ホール 

◇出演 ちっちゃな劇場 

◇内容 絵本の読み聞かせ、かんたん工作等 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

【烏山図書館 おはなし会】 
◇日時 ８月３日（土）午後２時～２時３０分 

◇場所 烏山図書館児童コーナー 

◇出演 烏山図書館ボランティア「たんぽぽ」 

◇内容 絵本の読み聞かせ等 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

夏休みＤＶＤ上映会＆スーパーボールすくい 
◇日時 ８月８日（木）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇場所 烏山図書館団体活動室 

◇上映作品 おしりたんてい 

「ププッ かいとう たい たんてい」（約４０分） 

※参加したお子さんは、上映会後にスーパーボールすくいができます。 

◇費用 無料（事前申込不要） 

■問合 烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

カトレア会 押し花作品展示会＆体験会 
◇展示会期間 ８月４日（日）～２５日（日）正午まで 

※図書館休館日（月曜日）を除く。 

◇体験会日時 ８月１８日（日）午前９時３０分～午後３時３０分  

◇費用 無料（小さなお子さんも一緒に参加できます。） 

※場所はすべて南那須図書館展示ホールです。 

■問合 小林洋子 ☎０２８７－８３－２００３ 

 

■商工 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

栃木県発明展覧会作品募集 
１０月１２日（土）～１４日（月・祝）に栃木県子ども総合科学館

において開催される発明展覧会の出品作品を募集します。 

◇募集期間 ８月２３日（金）まで 

◇出品物 県内に居住または県内に事業所を有する法人の作品で次の

いずれかに該当するもの。 

・特許または意匠登録された発明および考案に関するもの 

・実用新案の考案または特許出願中の発明に関するもの 

◇費用 搬入搬出にかかる費用は出品者負担 

※申込書は、県産業技術センターホームページ（ＵＲＬ：http://www. 

iri.pref.tochigi.lg.jp）から取得できます。 

※詳細は、下記あてお問い合せください。 

■問合 栃木県産業技術センター ☎０２８－６７０－３３９１ 

    栃木県発明協会 ☎０２８－６７０－１８２０ 

栃木県児童生徒発明工夫展覧会作品募集 
１０月１２日（土）～１４日（月・祝）に栃木県子ども総合科学館

において開催される発明工夫展覧会の出品作品を募集します。 

◇募集期間 ８月３０日（金）～９月１３日（金） 

◇出品物  小学校、中学校、高等学校および特別支援学校に在学中

の児童・生徒の作品で個人、学校または発明クラブ単位

で応募された作品。科学的思考と創意工夫のもとに自作

したもので未発表のもの。 

◇費用 搬入搬出にかかる費用は出品者負担 

※申込書は、県総合教育センターホームページ（ＵＲＬ：http://www. 

tochigi-edu.ed.jp/center/tenrankai/r01-hatsumei/）から取得できます。 

※詳細は、下記あてお問い合せください。 

■問合 栃木県総合教育センター ☎０２８－６６５－７２０４ 

 

女性・高齢者就労セミナーｉｎ那須烏山市 
県では、女性および高齢者を対象として、就職活動をサポートする

ためのセミナーを開催します。気軽にご参加ください。 

◇日時 ８月８日（木）午前１０時～正午  

◇場所 烏山公民館 

◇内容 「就職活動準備講座」 

     ライフプラン＆マネープラン、就職活動の方法等 

     （終了後、意見交換会も予定しています。） 

◇対象 ・結婚、出産、育児等で離職した後、再度働きたい女性 

    ・定年退職したが、まだまだ働ける高齢者 

◇定員 先着３０名（定員に空きがある場合は当日参加もできます。） 

◇費用 無料 

◇申込 事前に電話で下記あて申し込む。 

■問合 ㈱ワークエントリー栃木事業部 ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

■スポーツ・その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

第４０回市民ナイターソフトボール大会 
◇日時 ９月４日（水）～２７日（金）毎週水・木・金曜日 

    午後７時３０分～ 

◇場所 烏山運動公園 

※既に申し込みをしたチームで参加できない場合は、８月２３日（金）

までに電話等で下記あて連絡する。 

■問合 市体協ソフトボール烏山支部事務局（吉原） 

☎０２８７－８４－３３６４ 

 

栃木いのちの電話 チャリティお笑いライブ 
◇日時 ８月１８日（日）午後１時３０分開演 

◇場所 宇都宮市立南図書館（宇都宮市雀宮５６－１） 

◇内容 栃木いのちの電話×笑い場しもつけスペシャルコラボ 

    「真夏のお笑いライブ」出演：チーム５０号線 

◇費用 大人１，０００円、小・中・高校生５００円、未就学児無料 

◇申込 当日までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 （社福）栃木いのちの電話事務局 

 ☎０２８－６２２－７９７０（平日の午前９時～午後５時） 

    ＦＡＸ０２８－９０２－１０３０ 

 

消費税軽減税率制度説明会 
 １０月の消費税軽減税率制度の実施に伴い、事業者の皆様に知って

おいていただきたいポイント等基本的な内容を解説します。 

◇日時 ８月２７日（火）～２９日（木） 

①午後１時～２時３０分、②午後３時～４時３０分 

◇場所 氏家税務署（さくら市氏家２４３１－１） 

◇定員 各回先着３０名 

◇申込 事前に電話等で下記あて申し込む。 

■問合 氏家税務署法人課税部門 ☎０２８－６８２－３３１１ 
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横枕青年団結成１０周年記念 

第９回 横枕花火大会 
◇日時 ８月１２日（月・振休）午後１時開場、午後６時式典、 

    午後７時３０分打ち上げ 

◇場所 よこまくらグループホーム駐車場（横枕４７３－１） 

※横枕地区臨時駐車場から無料シャトルバスを運行します。 

◇内容 ・野村花火工業による打ち上げ花火５５５発 

・手持ち花火６００本無料配布 

・ステージイベント（出演：永井塁、ＤＨ億、ヨッシャ比留

間、ｍｉｘ ｂｅｌｌ、君島怜奈、高野恭平、Ｒｏｕｇｈ 

Ｄｉａｍｏｎｄ、ＢＥＡＴ ＣＲＡＳＨ、黒川舞） 

■問合 横枕青年団事務局（澤村）☎０９０－２２２６－９５５５ 

 

みんなで歌おう！ 

「那須烏山歌声広場」に来てみませんか？ 
◇日時 第７回：８月３日（土）午後２時～４時 

第８回：９月７日（土）午後２時～４時 

◇場所 フナヤ道場（熊田４９７） 

◇内容 ギター、ピアノの伴奏で懐かしの昭和の名曲、フォークソン

グ等をみんなで一緒に歌いましょう！ 

◇対象 どなたでも 

◇費用 １，０００円（飲物付） 

■問合 音の旅人 くみ∞せい ☎０９０－９００３－１３３８ 

 

２０１９とちぎ動物愛護フェスティバル 

うちの動物（コ）見て見て！コンテスト作品募集 
◇日時 ９月２３日（月・祝） 

◇場所 ・宇都宮市中央生涯学習センター（宇都宮市中央１－１－１３） 

    ・オリオンスクエア 

◇募集内容 ・写真サイズ：Ｌ判（１２７ｍｍ×８９ｍｍ）以内 

・動物の種類、頭数は問いません 

・自分が飼っている動物の写真で１人１作品まで 

◇対象 県民どなたでも 

◇応募方法 ８月３０日（金）までに撮影した写真に題名（１５字以

内）、ペットの種類・名前、飼い主氏名、郵便番号、住所、電話番号

を記載したものを添付のうえ、下記あて提出する。（郵送３０日必

着） 〒３２０－００３２ 宇都宮市昭和１－１－２３ 

    （公社）栃木県獣医師会 

「うちの動物（コ）見て見て！コンテスト」係 

※応募写真は返却しません。 

※オリオンスクエア会場の来場者が投票し、投票数の多い上位１０作

品程度を入賞者とします。 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

■問合 ２０１９とちぎ動物愛護フェスティバル実行委員会事務局 

（栃木県獣医師会内） ☎０２８－６２２－７７９３ 

 

国税庁 経験者採用試験 
国税局や税務署で働く職員（国家公務員）を募集します。 

◇受験資格 平成３１年４月１日において、大学等（短期大学を除く）

を卒業した日または大学院の課程等を修了した日のうち

最も古い日から起算して８年を経過した人 

◇試験日 ９月２９日（日）第１次試験 

◇受付期間 ８月２日（金）午前９時～２０日（火） 

◇申込 原則としてインターネットでお申し込みください。 

ＵＲＬ：http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

※詳細は、下記あてお問い合わせください。 

（土・日曜日および祝日を除く。） 

■問合 （インターネット申し込みに関すること） 

人事院人材局試験課 ☎０３－３５８１－５３１１ 

（上記以外のお問い合わせ） 

関東信越国税局人事第二課 ☎０４８－６００－３１１１ 

■各種相談        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月の各種相談事業 
【心配ごと相談】 
◇日時 毎月第１・第３水曜日 ８月７日、２１日 午前９時～正午 

◇場所 ・社会福祉協議会烏山支所（７日） 

・保健福祉センター（２１日） 

■問合 社会福祉協議会烏山支所 ☎０２８７－８４－１２９４ 

    社会福祉協議会本所 ☎０２８７－８８－７８８１ 

【もの忘れ相談】 
◇日時 ８月９日（金）午後１時３０分～３時（おおむね１時間） 

◇場所 保健福祉センター 

◇申込 相談日の５日前までに下記あて申し込む。（予約制） 

■問合 健康福祉課高齢いきがいグループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

【交通事故巡回相談】 
◇日時 ８月１６日（金）午前１０時～正午、午後１時～３時 

◇場所 県南那須庁舎１階南那須県民相談室 

◇申込 巡回相談日の３日前までに栃木県交通事故相談所（☎０２８

－６２３－２１８８）あて申し込む。（予約制） 

■問合 県くらし安全安心課 ☎０２８－６２３－２１８５ 

【精神障がい者と家族の会交流会・相談会】 
◇日時 ８月５日（月）午前９時～午後６時 

◇場所 大金駅前観光交流施設 

■問合 栃木県精神保健福祉会（やしお会：植村） 

    ☎０９０－４２４２－０１４７ 

 

 

■行事予定        
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

 

８月上半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２ 金   

３ 土 
おはなし会10:30～11:00 

おはなし会14:00～14:30 

南那須図書館 

烏山図書館 

４ 日 
【休日当番医】佐藤医院（那珂川町） 

カトレア会押し花作品展（～２５日正午） 

☎0287-96-2841 

南那須図書館 

５ 月 
特定健診・がん検診（女性の日） 

精神障がい者と家族の会交流会・相談会 

保健福祉センター 

大金駅前観光交流施設 

６ 火   

７ 水 
心配ごと相談 

そーいんぐ教室（要予約）受付 9:30～  

社会福祉センター 

保健福祉センター 

８ 木 
窓口業務延長（～19:00） 

夏休みＤＶＤ上映会 10:30～11:30 

烏山庁舎・保健福祉センター 

烏山図書館 

９ 金 もの忘れ相談 保健福祉センター 

１０ 土 おたのしみ会14:00～15:00 南那須図書館 

１１ 日 
山の日 

【休日当番医】林田医院 

 

☎0287-88-2056 

１２ 月 
振替休日 

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

 

☎0287-92-2710 

１３ 火   

１４ 水   

１５ 木 窓口業務延長（～19:00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

※水・日曜 子育て支援「ぴよぴよ広場」10:30～ こども館 

※木曜 子育て支援「移動出前サロン」9:00～ 三箇公民館 


